
全面予約済みです。利用はできません。

利用可能です。ただし，今後団体利用申込が全面に入れば利用できません（前日19時に確定）。

＊バスケットは補助競技場のみ利用できます。

 平成30年7月15日現在

日 曜 午前（9：00～12：00） 午後１（12：00～15：00） 午後２（15：00～18：00） 夜間１（18：00～20：00） 夜間２（20：00～22：00）

1 水 FCG・杉の会
アザレア・ＳＢソフトバレー

同好会
福岡プロバスケットボールクラ

ブ株式会社（全） FCG・ＷＩＳＭ　福岡 Ｒｕｓｔｙ－ｓ（全）

2 木 博多区レディースバド連盟・サザ
ンクロス 卓笑会・４４クラブ 福岡プロバスケットボールクラブ株

式会社（全）
県庁バド愛好会・ＫａｎＫ
ａｎくらぶ

ＥＮＪＯＹ　ＳＰＯＲＴ
Ｓ（全）

3 金
ラケッタ・東公園卓球ク
ラブ

サンライズ・ロボちゃん
東区卓球クラブ・ロボ
ちゃん

すいこう会・Ｆ．Ｃ．Ｃバ
トミントンクラブ

ＥＮＪＯＹ　ＳＰＯＲＴ
Ｓ（全）

4 土 ＣＡＰＲＩＳ（全） ＣＡＰＲＩＳ（全） ＣＡＰＲＩＳ（全） さかな（全） さかな（全）

5 日 ＣＡＰＲＩＳ（全） Ｌ．Ｃｌａｎｓ（全）

6 月 ＳＢソフトバレー同好会・博多区レ
ディースバド連盟

ＦＹＹバドミントンクラブ・福
岡中央ラージ ＦＹＹバドミントンクラブ すいこう会・メコロくらぶ ＤＸ　カバコ（全）

7 火 博多いいとも会 むらさきの会・一心会 むらさきの会 福岡市役所バド部（全） 福岡市役所バド部（全）

8 水 杉の会 ＳＢソフトバレー同好会・クラ
ブ　絆

つくば開成福岡高等学校（全） FCG・ＷＩＳＭ　福岡 ＦＵＲＩ☆ＳＰＯ（全）

9 木
博多区レディースバド連盟・

ハローＴＴ ゆりの樹・４４クラブ 福岡プロバスケットボールクラ
ブ株式会社（全）

ＤａＤａＤａロケッツ・川田卓
球

ＤａＤａＤａロケッツ・川田卓
球

10 金 ネオ・ビー・あっぷっぷ
福岡プロバスケットボールクラ

ブ株式会社（全）
福岡プロバスケットボールクラ

ブ株式会社（全） すいこう会・シャララ チームふくちゃん・シャララ

11 土 ｗｅａｖｅ（全） ｗｅａｖｅ（全）

12 日 ＰＡＬＰＵＮＴＥ（全） ＣＡＰＲＩＳ（全）

13 月 川田卓球 福岡プロバスケットボールクラ
ブ株式会社（全）

福岡プロバスケットボールクラ
ブ株式会社（全） 川田卓球・ぷーな 川田卓球・ぷーな

14 火 通う会・川田卓球 通う会 県庁バド愛好会（全） ｍｅａｎｉｎｇ（全）

15 水 川田卓球 福岡プロバスケットボールクラ
ブ株式会社（全）

福岡プロバスケットボールクラ
ブ株式会社（全） 県庁バド愛好会 ＣＡＰＲＩＳ(全）

16 木 Ｊ・ひまわり・サザンクロス ４４クラブ（全） 福岡プロバスケットボールクラ
ブ株式会社（全）

すいこう会・県庁バド愛好
会 Ｌｉｂｅｒｔａｓ（全）

17 金 特徴バド部（全） 特徴バド部（全）

18 土
ＮＤＳスポーツ倶楽部・チー
ムポノポノ

福岡県庁バド愛好会・ＤａＤ
ａＤａロケッツ

福岡県庁バド愛好会・ＤａＤ
ａＤａロケッツ Ｓｙｍｐｈｏｎｙ（全） Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（全）

19 日 ＣＡＰＲＩＳ（全） ｂａｌａｎｃｅ（全）

20 月

21 火

22 水

23 木 福岡ｓｐｅｄ隊（全）

24 金
東公園卓球クラブ・あっぷっ
ぷ

サンライズ・ＳＢソフトバレー
同好会

25 土

26 日 ＣＡＰＲＩＳ（全） ＣＡＰＲＩＳ（全）

27 月 川田卓球・すいこう会 川田卓球・ぷーな

28 火 博多いいとも会・通う会 ４４クラブ・通う会
福岡カレッジ・オブ・ビジネ
ス（全）

29 水

30 木

31 金 フラワー・東公園卓球クラブ
サンライズ・ＳＢソフトバレー
同好会

福岡カレッジ・オブ・ビジネ
ス（全） クインタイルズ(全） ＥＮＪＯＹＳＰＯＲＴＳ(全）

※開館時間：午前９時～午後１０時まで

【46】第129回レク＆スポーツ女子バレーボール大会

【141】平成30年度福岡市スポーツ少年団小学生バレーボール夏季交流大会

【114】ニッタク杯県レディース大会（卓球）

【47】第33回福岡市バレーボール協会会長杯一般男子女子バレーボール大会

定期点検日

【24】全九州私立高等学校男女バレーボール選手権大会

【107】第69回全九州学生秋季卓球選手権大会

【93】第40回　全九州レディースバドミントン選手権大会　福岡県予選会
【107】第69回全九州学生秋季卓球

選手権大会（準備日）

【107】第69回全九州学生秋季卓球選手権大会

　福岡市民体育館 　　〒812-0045福岡市博多区東公園８番２号　　 TEL ０９２－６４１－９１３５

予定については、変更になる場合もあります。詳しくは、市民体育館へお問い合せください。

【24】全九州私立高等学校男女バレーボール選手権大会

【75】全日本剣道連盟　剣道七段審査会

【24】全九州私立高等学校男女バレーボール選手権大会

【75】全日本剣道連盟　剣道七・六段審査会（準備）

【75】全日本剣道連盟　剣道六段審査会

市民体育館利用予定表（補助競技場）平成30年8月
（ 注：個人利用は次の区分に従い，団体利用が全面に入ってなければ利用できます。)

補　　　　助　　　　競　　　　技　　　　場

【19】第41回福岡県社会人大会（バドミントン）



全面予約済みです。利用はできません。

利用可能です。ただし，今後団体利用申込が全面に入れば利用できません（前日19時に確定）。

＊バスケットは補助競技場のみ利用できます。

 平成30年7月15日現在

日 曜 午前(9:00～12:00) 午後１（12：00～15：00） 午後２（15：00～18：00） 夜間１（18：00～20：00） 夜間２（20：00～22：00）

1 土 ＮＤＳスポーツ倶楽部 ＮＤＳスポーツ倶楽部 となりのバド・ＷＩＳＭ　福岡 スティングレイズ大濠・さかな チームふくちゃん・さかな

2 日 Ｂａｌｌｉｓｔｉｘ（全） Ｌ．Ｃｌａｎｓ（全）

3 月
サザンクロス・ あっぷっ

ぷ
福岡プロバスケットボールクラブ株

式会社（全）
福岡プロバスケットボールクラブ株

式会社（全）
カラフル・福岡市役所バ
ド部

カラフル・福岡市役所バ
ド部

4 火 ｍｅａｎｉｎｇ（全）

5 水 杉の会・ＦＣＧ アザレア・ＳＢソフトバレー クラブ　絆 ＦＣＧ・ＷＩＳＭ　福岡 ＦＵＲＩ☆ＳＰＯ（全）

6 木

7 金
福岡リゾスポ専門学校バ
レー部（全）

福岡リゾスポ専門学校バ
レー部（全）

8 土 チームポノポノ・博多いいとも会
スティングレイズ大濠・チー
ムふくちゃん

チームふくちゃん・あれこれ
やりたい

9 日 《1-40》ＪＲ九州親愛会
バドミントン競技大会

ＮＰＯ法人ステップ２１（全） ＡＧＩＬＩＴＹ（全） ロジーナ（全） ＳＭＡＳＨ！！・さかな

10 月 サザンクロス（全） 福岡中央ラージ 福岡カレッジ・オブ・ビジネス すいこう会・藤川学園 ｎｅｘｔ（全）
11 火 ジャスミン・遊々クラブ ４４クラブ・東公園卓球クラブ

福岡カレッジ・オブ・ビジネ
ス（全） 県庁バド愛好会（全） ＣＡＰＲＩＳ（全）

12 水 杉の会・東公園卓球クラブ ロボちゃん・スピカ ロボちゃん・スピカ ＦＣＧ・ＤａＤａＤａロケッツ Ｌ・Ｓ・Ｋ・ＤａＤａＤａロケッツ

13 木
Ｊ・ひまわり・東公園卓球ク

ラブ ４４クラブ（全） ＦＹＹバドミントンクラブ 保福クラブ・ＫａｎＫａｎくらぶ 保福クラブ・ＫａｎＫａｎくらぶ

14 金 ラケッタ・東公園卓球クラブ
福岡プロバスケットボールクラ

ブ株式会社（全）
福岡プロバスケットボールクラ

ブ株式会社（全）

15 土 チームふくちゃん（全） 平成30年度第32回市民総合スポー
ツ大会　剣道祭（前日準備）

16 日 ＳＰＡＤＲＩＳＨ　ＯＢＯＧ（全）
福岡ｓｐｅｄ隊・チームふく
ちゃん

17 月 サザンクロス・ ＡＫＡＴＳＵＫｉ
福岡中央ラージ・チームポ

ノポノ
福岡プロバスケットボールクラ

ブ株式会社（全） ＤＮＴＱ（全） ＤＮＴＱ（全）

18 火

19 水 ＦＣＧ・杉の会
東公園卓球クラブ・ＳＢソフ

トバレー同好会 クラブ　絆 ＦＣＧ・県庁バド愛好会 カラフル・県庁バド愛好会

20 木
山茶花・木馬・博多区レ

ディースバド連盟 卓笑会・４４クラブ 福岡プロバスケットボールクラ
ブ株式会社（全）

県庁バド愛好会・ＫａｎＫａｎ
くらぶ ふりーだむ。（全）

21 金 ネオ・ビー（全）
サンライズ・ＳＢソフトバレー
同好会

福岡カレッジ・オブ・ビジネス（全） すいこう会・はねつかい
あれこれやりたい・はねつ
かい

22 土
ＤａＤａＤａロケッツ・ＡＫＡＴＳ
ＵＫｉ 百道クラブ・サンライズ Ｒｏｏｍ　へちょ（全）

スティングレイズ大濠・チー
ムポノポノ Ｓｙｍｐｈｏｎｙ（全）

23 日 ＷＬＵＣＫＳ（全） Ｌ．Ｃｌａｎｓ（全） ＡＧＩＬＩＴＹ（全） ＡＧＩＬＩＴＹ（全） Ｆｅｌｌｏｗ（全）

24 月
ＡＫＡＴＳＵＫｉ・東公園卓球ク
ラブ 福岡中央ラージ・さかな さかな（全） チームふくちゃん（全） Ｆｅｌｌｏｗ（全）

25 火 ジャスミン・通う会 一心会・通う会 福岡プロバスケットボールクラ
ブ株式会社（全）

川田卓球・ＤａＤａＤａロケッ
ツ

川田卓球・ＤａＤａＤａロケッ
ツ

26 水 ＤＸ　カバコ（全）

27 木
博多区レディースバド連盟

（全） 卓笑会・４４クラブ ＦＹＹバドクラブ 市役所バド部・県庁バド愛好会 市役所バド部・県庁バド愛好会

28 金 東公園卓球クラブ（全） サンライズ・ＳＢソフトバレー
福岡プロバスケットボールクラ

ブ株式会社（全） ＮＤ・すいこう会 Ｕｎｆｉｎｉｓｈｅｄ（全）

29 土 《1-13》ラビキッズワールド合同運
動会

ＮＤＳスポーツ倶楽部・サンライズ Ｒｏｏｍ　へちょ（全） Ｓｙｍｐｈｏｎｙ（全） じゃじゃまる（全）

30 日 シャララ・チームふくちゃん シャララ・福岡ｓｐｅｄ隊

※開館時間：午前９時～午後１０時まで

《1-26》ＪＲ九州行動訓練大会

《1-10》ＪＲ西日本バレー大会

《1-10》ＪＲ西日本バレー大会

平成30年9月

【48】第40回ジュニアロータリーカップバレーボール大会

予定については、変更になる場合もあります。詳しくは、市民体育館へお問い合せください。

（ 注：個人利用は次の区分に従い，団体利用が全面に入ってなければ利用できます。)

補　　　　助　　　　競　　　　技　　　　場

　福岡市民体育館 　　〒812-0045福岡市博多区東公園８番２号　　 TEL ０９２－６４１－９１３５

市民体育館利用予定表（補助競技場）

【170】第36回博多区地域ママさん　シニア親善バレーボール大会

《1-40》ＪＲ九州親愛会バドミントン競技大会

【70】愛しとーとカップ第44回九州ママさん
バレーボール大会福岡県予選会（準備）

【70】愛しとーとカップ第44回九州ママさんバレーボール大会　福岡県予選会

【154】平成30年度第32回市民総合スポーツ大会　剣道祭

定期点検日

【94】第29回　福岡県レディースバドミントンクラブ対抗大会1部2部3部4部


